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その他単位付与教育研修講演 

 

  

開催日時 会場 講　演　内　容 講　師
研修会名称・
問い合わせ先

2021年6月4日(金)
12：00～13：00 Web開催

低侵襲脊椎手術が切り拓く可能性
～治療システムとチームビルディングの観
点から～

札幌スパインクリニック
渡邊 吾一

第118回東北整形災害外科学会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211

2021年6月4日(金)
15：20～16：20

Web開催
整形外科からみた関節リウマチ診療ガイド
ライン2020の特徴と注意点

岡山大学整形外科学教室
西田 圭一郎

第118回東北整形災害外科学会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211

2021年6月4日(金)
12：00～13：00 Web開催

エビデンスに基づく骨粗鬆症治療薬の選択
～骨折1次予防から重症骨粗鬆症まで ～

医療法人札幌円山整形外科　札
幌琴似整形外科　骨粗鬆症セン
ター
髙田 潤一

第118回東北整形災害外科学会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211

2021年6月4日(金)
10：50～11：50 Web開催 セメントレス人工股関節の現状と課題

山口大学大学院　医学系研究科
整形外科
坂井 孝司

第118回東北整形災害外科学会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211

2021年6月5日(土)
12：00～13：00 Web開催

Spino-pelvic Motion全盛期時代のCT-Based
Navigated THA／
高度変形膝のprimary TKAに対する
Navigationの有用性と術後リハビリテー
ション

大阪大学整形外科
高尾 正樹/
福島県立医科大学医学部スポー
ツ医学講座
沼崎 広法

第118回東北整形災害外科学会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211

2021年6月5日(土)
12：00～13：00

Web開催 創外固定による骨折治療と骨粗鬆症治療
福島県立医科大学外傷学講座・
総合南東北病院外傷センター
竹中 信之

第118回東北整形災害外科学会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211

2021年6月5日(土)
10：50～11：50 Web開催

成人脊柱変形治療の10年を振り返って
―その進化と未来は―

浜松医科大学整形外科学講座
松山 幸弘

第118回東北整形災害外科学会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211

2021年6月5日(土)
8：30～9：30 Web開催

腰椎椎間板ヘルニアに対するコンドリアー
ゼによる椎間板内酵素注入療法の最近の知
見

札幌円山整形外科病院
竹林 庸雄

第118回東北整形災害外科学会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211

2021年6月5日(土)
18：30～19：30

Web開催
最近の小児整形外科疾患の話題・知ってお
くべき希少疾患

国立障害者リハビリテーション
センター自立支援局
芳賀 信彦

第11回東北小児整形外科研究会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211

2021年6月5日(土)
17：30～18：30 Web開催 小児の足部疾患

神奈川県立こども医療センター
町田 治郎

第11回東北小児整形外科研究会・秋田
大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系整形外科学講座
本郷 道生　TEL：022-723-3211
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開催日時 会場 講　演　内　容 講　師
研修会名称・
問い合わせ先

2021年6月12日(土)
19：00～20：00

ダブルツリーby
ヒルトン那覇首
里城

サルコペニアとリハビリテーション診療

熊本リハビリテーション病院 サ
ルコペニア・低栄養研究セン
ター
吉村 芳弘

沖縄県リハビリテーション医学会・協
会・琉球大学病院　リハビリテーショ
ン部
神谷 武志　TEL：098-895-1174

2021年6月17日(木)
16：45～17：45

札幌コンベン
ションセンター

Successful and failed ACL surgery／
Role of rehabilitation for treatment of
ACL injury

Department of Orthopedics, Taipei
Medical University - Shuang Ho
Hospital
Chi Hwa Chen/
弘前大学大学院医学研究科リハビリテー
ション医学講座
津田 英一

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月17日(木)
10：50～11：50

札幌コンベン
ションセンター

アスリートの手・手指外傷と障害／
アスリートの手関節外傷と障害

慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合セ
ンター
佐藤 和毅/
奈良県立医科大学　手の外科学講座
面川 庄平

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月17日(木)
10：50～11：50

札幌コンベン
ションセンター

肩関節疾患における神経障害／
上腕二頭筋長頭腱由来の痛み

千葉大学整形外科
落合 信靖/
高知大学医学部附属病院リハビリテー
ション部
泉 仁

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月17日(木)
9：10～10：10

札幌コンベン
ションセンター

膝関節治療に携わっての30年／
上肢のスポーツ外傷と障害

愛知医科大学整形外科講座
出家 正隆/
昭和大学医学部整形外科学講座
稲垣 克記

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月17日(木)
16：05～17：05

札幌コンベン
ションセンター

柔道選手における肩関節・肩関節周囲傷害
と対策

東海大学医学部 外科学系 整形
外科学
内山 善康

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月18日(金)
16：50～17：50

札幌コンベン
ションセンター

変形性膝関節症に対する自己タンパク質溶
液（Autologous Protein Solution）の治療
経験

神戸海星病院
柴沼 均/
東京労災病院　整形外科
羽田 晋之介

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月18日(金)
16：50～17：50

札幌コンベン
ションセンター

健康寿命延伸のための痛みの治療
昭和大学 医学部整形外科学講座
豊根 知明

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月18日(金)
12：00～13：00

札幌コンベン
ションセンター

変形性関節症の保存療法アップデート
京都府立医科大学　大学院医学
研究科　運動器機能再生外科学
高橋 謙治

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月18日(金)
14：50～15：50

札幌コンベン
ションセンター

股関節の動的機能診断とリハビリテーショ
ン

産業医科大学若松病院整形外科
宇都宮 啓

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311
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※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期・Web 開催への変更などの可能性もありますので、詳細に関し 

 ては、主催者にお尋ねください。 

※1 講演につき認定臨床医は 10 単位、リハビリテーション科専門医は 1 単位を取得できます。 

※1 回の研修会・学会につき認定臨床医が 20 単位、リハビリテーション科専門医が 2 単位を上限とします。 

開催日時 会場 講　演　内　容 講　師 研修会名称・問い合わせ先

2021年6月18日(金)
08：00～09：00

札幌コンベン
ションセンター

New Biotherapies for ACL Healing: An
Added Solution to Reconstruction

Distinguished University Professor
Emeritus and Director,
Musculoskeletal Research Center・
Department of Bioengineering, Swanson
School of Engineering, USA
Savio L-Y.Woo

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月19日(土)
12：35～13：35

札幌コンベン
ションセンター

投球障害肩のバイオメカニクス
大阪医科薬科大学整形外科
三幡 輝久

JOSKAS/JOSSM meeting 2021・愛知医
科大学整形外科講座
出家 正隆　TEL：0561-62-3311

2021年6月19日(土)
16：00～18：30

木村情報技術株
式会社　大阪第
1スタジオ

関節リウマチにおける生物学的製剤と肩関
節治療

日暮里リウマチクリニック
神戸 克明

大阪臨床整形外科医会（第３４１回研
修会）・やまもと整形外科医院
山本 善哉　TEL：0721-20-0173

2021年6月25日(金)
18：30～20：45

アートホテル小
倉ニュータガワ

最新知見に基づいた足・足関節スポーツ障
害の診かた・手術・リハビリテーション

聖マリアンナ医科大学　整形外
科学講座
仁木 久照

第29回北九州スポーツリハビリテー
ション研究会・北九州市立医療セン
ター
西井 章裕　TEL：093-541-1831

2021年6月26日(土)
10：30～17：00

新梅田研修セン
ター

スポーツ傷害の予防と復帰のためのリハビ
リテーション医学の取組

大阪医科薬科大学 総合医学講座
リハビリテーション医学教室
佐浦 隆一

第30回関西臨床スポーツ医・科学研究
会・奈良県立医科大学　整形外科
田中 康仁　TEL：0744-22-3051

2021年6月26日(土)
16：00～19：00 山形国際ホテル 脊柱靭帯骨化症をめぐる新しい知見

富山大学学術研究部医学系　整
形外科・運動器病学講座
川口 善治

第90回山形整形外科研究会 夏季総
会・山形大学医学部整形外科学講座
鈴木 智人　TEL：023-628-5355

2021年7月17日(土)
16：00～18：00

長良川国際会議
場

関節リウマチにおける骨粗鬆症マネジメン
ト

東京大学大学院医学系研究科
整形外科学
田中 栄

第19回岐阜整形外科セミナー・大橋・
谷整形外科
大橋 俊郎　TEL：058-272-0011

2021年7月17日(土)
13：30～19：00

笠岡第一病院
多目的ホール

リウマチ上肢の人工関節置換術－治療困難
例への対応－

岡山大学大学院医歯薬学総合研
究科　整形外科
西田 圭一郎

第16回上肢外科サマーセミナーin
Kasaoka・笠岡第一病院　整形外科
橋詰 博行　TEL：0865-67-0211

2021年8月21日(土)
17：45～19：00 出雲医師会館

脊髄損傷者は生活者　―リハビリテーショ
ンの流れと痛みを含めた合併症

吉備高原医療リハビリテーショ
ンセンター
德弘 昭博

第27回出雲リハビリテーション研修
会・島根大学リハビリテーション医学
講座
馬庭 壯吉　TEL：0853-88-3047


